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第 4 回経済財政諮問会議議事要旨

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（開催要領）  

1．  開催日時: 2001 年 2 月 27 日( 火) 18:00～19:30 

2．  場所: 官邸大食堂

3．  出席議員


議長 森 喜朗 内閣総理大臣


議員 福田 康夫 内閣官房長官


同 麻生 太郎 経済財政政策担当大臣


同 片山 虎之助 総務大臣


同 宮澤 喜一 財務大臣


同 平沼 赳夫 経済産業大臣


同 速水 優 日本銀行総裁


同 牛尾 治朗 ウシオ電機( 株) 代表取締役会長


同 奥田 碩 トヨタ自動車( 株) 取締役会長


同 本間 正明 大阪大学大学院経済学研究科教授


同 吉川 洋 東京大学大学院経済学研究科教授


（議事次第）  

1．  開会

2．  議事

(1) 今後の進め方について

(2) 経済、財政の基本的課題について

(3) その他

3．  閉会

（配布資料）  

資料 第３回経済財政諮問会議議事要旨

資料 経済財政諮問会議における情報の公開等に係る運営細則

資料 今後の進め方について

資料 宮澤議員提出資料

資料 有識者議員提出資料

資料 -1 牛尾議員提出資料

資料 6-2 牛尾議員提出資料

―――――――――――――――――――――――――――――――――――  

（概要）  

○麻生経済財政政策担当大臣より議事の紹介が行われ、その後、第３回諮問会

議議事録が諮られ会議終了後 4 年を経過後に公表する予定であることが説明さ
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れた。

○今後の進め方

（麻生議員） 有識者議員の方々と相談しながら作成した資料３に沿って今後

の進め方について報告したい。基本的な考え方として諮問会議の審議は会

議本体での審議を中心とする。会議本体での検討のために、検討課題に応

じて、専門調査会における検討、サポートチームによる支援等適切な体制

の整備を行う。景気判断や見通しを除いて当面取り組むべき主な課題と取

組みについては、以下のとおりとする。

2 月から 4 月について、諮問会議本体で 1 回に 1～2 テーマ程度、関係大

臣の参加を得て、検討課題について議論し、有識者議員の作業に反映させ

る。また、有識者議員に分担して、論点の整理や政策の方向性についての

選択肢の作成等をお願いし、順次、経済財政諮問会議へ報告していただく。

その際、民間専門家の協力を得つつサポートチームを編成する。また、サ

ービス部門における雇用拡大を戦略とする経済の活性化に関する専門調査

会を設置する。

テーマ別分担案については、経済、財政に関する基本的考え方は、本間、

吉川、牛尾、奥田議員、社会保障制度は、本間、奥田議員、社会資本整備

は、吉川、奥田議員、国地方の役割分担は、本間、牛尾議員、経済の活性

化は、吉川、牛尾議員、を中心として分担していただく。

4 月から 6 月については、有識者議員の報告を討議資料として、諮問会

議本体で審議検討を行い、5 、6 月を目途に、骨太の方針をまとめる。この

方針が各省庁の重点施策の策定、予算作業の基本的指針として活用され、

また、来年度予算の基本的考え方へ反映される。

7 月以降は、マクロモデルも活用しつつ中期的な経済財政運営の考え方

や予算編成の基本方針策定に向けての検討を行っていく。

（牛尾議員） 経済の活性化という中で、本間議員を主査として、構造改革的

な株式市場の活性化をテーマとするチームを発足させていただきたい。

（資料６－２に沿って説明）サービス部門における雇用拡大を戦略とす

る経済の活性化は大変重要。サービス分野の供給不足を解消し、潜在的な

サービス需要の顕在化・拡大を図ることが重要である、との問題意識。雇

用に占めるサービス部門の比率は、日本は先進国の中で低い。アメリカで

は、90 年から 99 年までの間に、第三次産業で 1490 万人もの雇用が創出さ

れた。女性の就業率も日本はアメリカに比べ 10 ％低い。アメリカの実態を

調査し、その成果を日本にも適用していくことが重要。これに関する専門

調査会を発足させたい。

（平沼議員）	 麻生議員の報告に賛成。経済産業省も全面的に共同でサポート

したい。

（速水議員） 私も賛成。
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（牛尾議員） 雑談的だが、諮問会議と関係する審議会とが重要な点につきど

のような役割分担をするかを審議会の方々と話をすることなどにより、整

合性があるようにしたい。この点について大臣議員からも御意見があれば

聞かせていただければありがたい。

（平沼議員） 当面の経済運営に関しては、国民の中にある先行きの不透明感、

不安感を払拭することを明確に打ち出すことが諮問会議の役割の一つ。そ

ういう意味で、第一に、経済の構造改革をゆるぎなく進めることであり、

諮問会議でしっかり議論してメッセージを出すべき。第二に、不良債権問

題に万全の姿勢で取り組むこと、第三に、機動的な金融政策により潤沢な

資金供給を確保していくこと、第四に、企業経営者が積極的なマインドで

経営革新に取り組むような雰囲気づくりをすることの４点が重要。

（速水議員） ２月９日の金融政策決定会合において、金融市場の円滑な機能

の維持と安定性確保のため、公定歩合の引下げ、ロンバート型貸出の新設、

短期国債の買い切りオペの積極活用、７月からの全国手形オペ開始を決定

した。日本銀行としても今後とも金融面から景気回復をしっかりと支援し

ていきたい。

（奥田議員） 不良債権の償却を急ぐことは重要だが、これによる倒産の続出

や失業の増加にも配慮すべきであり、金融政策と雇用のハーモナイズをう

まくしていただきたい。

（吉川議員） 今、奥田議員が発言された雇用問題というのは非常に重要な問

題。ただし、不良債権処理を遅らせるのがいいという趣旨ではない。年齢

別の失業率で見ると、男子の 10 代から 24 歳は既に失業率 10 ％。若年層が

失業状態にあるのは、10 年、20 年後の日本経済にとって大変大きなマイナ

ス。

（平沼議員） これに関して、現在、金融庁、経済産業省、国土交通省の審議

官レベルでデータを持ち寄り、実態把握をした上で、どういうシナリオで

雇用、失業の問題をソフトランディングできるかを模索中。

（本間議員） 景気低迷、特に消費との関係では、やはり雇用の不安、リスト

ラ、賃金調整が非常に重要な要素。これについては、構造改革を進める中

での雇用の受け皿づくりとともに、移行期に労働市場を強化、補完しなが

ら、セーフティー・ネットを構築することが非常に重要なポイント。金融

問題と雇用問題をリンクさせ、しかも牛尾議員のところでのサービス化の

雇用拡大による受け皿作りの議論を機動的に組み合せて議論し、我々が国

民に対し、構造調整のコスト部分に対してできるだけ積極的、前向きに対

処していくというメッセージを強く打ち出すことが必要。

また、株式市場の活性化の問題は、実は労働市場と対になっている部分

があり、市場の周辺整備問題なども大きなテーマ。これは横断的な問題で

あり、関連省庁に協力をお願いをして、少なくとも構造的な問題について

の論点の整理と、法制上の問題や税制の問題なども早急にまとめ上げて、
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市場へのメッセージを強く打ち出していくことが必要。

○経済、財政の基本的課題

（森議長） 内閣の最優先政策課題は景気回復に軸足を置いた経済財政運営に

よって、経済を自律的回復軌道に乗せるということ。一方、我が国の財政

は主要先進国の中でもとりわけ厳しい状況にあり、今後、少子高齢化が進

む中で財政の健全化を実現するという課題が残されており、経済と財政の

相互関係を含めた経済財政運営をどのように行うべきか御議論をいただき

たい。

（牛尾議員） （資料６－１に沿って説明）21 世紀の我が国のあるべき姿を示

す分かりやすいキーワードはグローバリゼーション、市場原理、小さな政

府。市場原理の活用や官民の分担をこれから考える必要があるという一般

論において、やはり総合的検討の中で土光臨調のときにやった国民負担率

の議論がある。国民負担率を 45 ％ぐらいにとどめたいというのが、土光臨

調のときの結論。日本の現状は 35 ％という低い数字であるが、財政赤字を

入れると、事実上 45～50 ％の間になっているというところが最大の問題。

むしろ、国民負担率を 45 ％に上げて、国民が負担を感じながらも財政赤字

がない方が健全。アメリカは、財政を黒字にしながら36 ％を維持している。

赤字の少ない行政負担の中で、社会保障や社会資本、ＯＤＡ、教育など

にどの程度の比率で支出されるかということを考える時期に来ている。も

う、打ち出の小槌は持っていないということを国民にもっと知らせる必要

がある。

だから、経済全体のパイの拡大のスピード低下、少子高齢化の進展によ

り長期的な国民負担率はある程度上昇せざるを得ないが、かつて土光臨調

で決めた45 ％前後というのは非常に重要な数字。

構造改革は、将来の国民の不安を解消するものであり、不安に対して見

通しを出すべき。その第一は就業者の数をどう増大させるかというプログ

ラム。アメリカが20 年間で38 ％雇用を増やしたことの真似をしたい。

次に対日直接投資を拡大し、外国のビジネスマンがたくさん入ってくる

ような仕組み、それを阻んでいるものを変えないといけないという問題を

提起したい。ロンドンのバンクが大きな回復をしたときに、ある時期には

80 ％が外国人マネージャーで占められたと言われる。そういうことが非常

に英国のバンクを回復させた。

今、日本は魅力ある投資国としては20 番目の国になっており、日本への

投資の魅力は年々低下。日本を投資先として魅力のある国にする環境づく

りが非常に求められており、これは証券市場の活性化とも連動している。

外国人が日本で働くことは快適であるというノン・レジデントに対する優

遇も非常に大事。

また、ＢＴ（バイオ・テクノロジー）は、アメリカなどの例ではＩＴを
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上回っており、総合科学技術会議などと連動しながら、研究開発予算及び

一般歳出総額の中で、ＢＴプロジェクトがどれだけ占めるかを十分議論を

する必要がある。

こういうプロジェクト（就業者の増大、外国投資の増加、ＩＴ、ＢＴ等）

を考え、各省からのボトムアップの予算要求と諮問会議のトップダウンの

予算要求を上手にマッチングすることで予算が活性化するのだという問題

提起をしたい。

（宮澤議員） 前回の会議の場で、財政事情に関して説明をすべしとの御発言

があったことを踏まえ資料を準備したので、事務方より補足説明させる。

（林主計局長）（資料４に沿って説明）我が国の財政の現状は、国・地方の財

政収支、プライマリーバランス、債務残高のＧＤＰ比が、いずれも悪化し

ている。国民負担率の国際比較では、日本は財政赤字を除けば 36.9 ％と先

進国の中で低水準となっているが、財政赤字を含めると 45.3 ％になってい

る。また、財政の現状を国際比較すると、90 年代において日本を除く主要

先進国の財政収支の対ＧＤＰ比は改善し、債務残高をグロスで見ると、90 

年代後半から日本を除く主要先進国の債務残高の対ＧＤＰ比は低下傾向に

あるが、日本は大幅に上昇中で、主要先進国中最も高い水準になっている。

90 年代の日米の財政事情を比較すると、我が国においては、歳出が増大

する一方で公債金を除いた歳入が減少している。他方、アメリカにおいて

は、国防費など歳出の削減が図られるとともに、何度かの増税により歳入

が増加し、財政収支が改善している。

先般国会に提出した「財政の中期展望」の2002 年度予算の推計では、歳

出で、地方財政対策の制度改正や社会保障関係費の増等により歳出が増え

る一方、歳入は税収が伸び悩む。こうした収支差額を全部公債金で埋める

ということになると、2002 年度は33.3 兆円必要となり、公債発行額が2001 

年度に比べると、５兆円ほど増えるというような試算になっている。

一般会計における歳出総額と税収の推移を見ると、90 年代以降、両者の

差が開いてきている。

こうした財政状況を踏まえ、昨年秋以降、民間調査機関から幾つかの研

究が出されており、公共投資、社会保障、税制などについて提言がされて

いる。

各国の財政再建の例では、アメリカは90 年から包括財政調整法というも

のを設置、義務的経費についてもペイ・アズ・ユー・ゴー原則（財源なく

して増額措置なし）等をやっている。イギリスもサッチャー政権以降、民

営化やエージェンシー化を行い、ブレア政権も緊縮財政路線を堅持してい

る。イタリアの例ではマーストリヒト条約加盟という大きな外的要因もあ

り、財政健全化に非常に努力をしてきている。「政策を新しくやるには財

源が必要」というルール、あるいは歳出面では年金制度改革、医療制度改

革、歳入面では所得税の増税等が挙げられ、また、財務警察による脱税摘
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発というようなことを実施している。

（片山議員） 地方財政については、地方団体の借入金の累積が 188 兆円。こ

の３～４年ずっと 10 兆円を超す通常収支不足で、来年度は恒久減税分まで

含めると 14 兆円になる。また、ここ２～３年で財政が悪化している団体が

急速に増えている。どうやって財政再建していくかが課題。

（吉川議員） （資料５に沿って説明）これは４議員の総意として出したもの

であり、基本的な考え方は、経済の活性化を実現するためには経済構造改

革と財政の効率化を進める必要があるというもの。そのために「経済新生

アクション・プラン」の策定、予算編成プロセスの改革、財政運営の基本

の策定という３つの項目に重点的に取り組むことを提案し、それが平成 14 

年度の予算編成に反映されることを期待。

経済構造改革を進めるための「経済新生アクション・プラン」は、持続

的な成長と雇用の拡大を実現することと、増大する将来不安、リスクへの

対処という２つの目的を持つ。

財政の効率化については、第１に予算編成プロセスの改革を提言。予算

編成プロセスの透明性を高め、政策のアカウンタビリティーを向上させる

ために、省庁横断的に重点化すべき歳出項目とその規模等を盛り込んだ平

成14 年度「予算大綱」、予算案取りまとめの方向性を明示する「予算編成

の基本方針」を策定。第２に、財政・社会保障の将来像について明確にす

る「財政運営の基本」を策定。

（本間議員） （資料５の補足説明として）財政再建には経済の活力と財政部

門内部の改革の両方が必要であり、本資料もその両面から進め、持続可能

で国民から信頼を得られる財政を構築するという観点でまとめたもの。

我々議員の主たる役割の一つは、公共的な意思決定における透明性と効率

性の向上であり、透明感ある総理のリーダーシップが発揮できる状況を作

っていくことが肝要。

「予算編成プロセスの改革」と「中長期的な経済財政のあるべき姿の提

示」という予算編成のポイントについて、今後、是非諮問会議において、

あるいは我々の議員レベルにおいて勉強する機会を得たい。そして諮問会

議での議論が予算編成上十分に考慮し反映されることを国民が理解できる

スタイルを確立したい。

（宮澤議員） 皆様方に骨太な問題を集約し提起して頂き、それが予算編成を

リードしていくということをお願いしたい。資料５では５月に『平成 14 年

度「予算大綱」の検討・策定』とあるが、規模、金額を入れるようなもの

は難しい。

（麻生議員） 「予算大綱」という言葉は自民党の税制大綱とか、12 月の予算

大綱などと混同する懸念。

（本間議員） 言葉使いは誤解があるかもしれない。この「大綱」は総理大臣

が新年度の予算を策定するに当たって、大きなガイドラインを示すという
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意である。金額等をこの段階で決めるということは経済情勢等も考える必

要があり、この段階で確定するわけではない。

（宮澤議員） 歳出項目とその規模を入れるのは無理。そもそもお願いしてい

ることは骨太の問題を集約・提起し、予算をリードするということだろう。

（牛尾議員） 骨太の方針の位置付けを再度確認すると、各省にまたがる問題

について、骨太なデザインをつくって、それを財務省が受け取って各省に

分担して査定するということか。

（宮澤議員） その通り。

（片山議員） それは非常に大事なことである。

（牛尾議員） 長年各省から上がってくることに慣れている面があり、ＩＴの

場合でも骨太なＩＴ全体の予算をＩＴ本部がつくって各省に下ろすという

プロセスになかなかなっていない。仕組み作りを相当努力する必要があり、

大事に研究していきたい。

（麻生議員） ＩＴの件については、各省からの様々な要求をかなり切ったり、

逆に我々の考えていることを入れたり、随分いろいろやっており、一つの

例になる。

（牛尾議員） 骨太な来年度のＩＴ総合関連予算というのが、今年の６月か７

月にでき上がると理解してよいか。

（麻生議員） 少なくともＩＴについては、３月までに一応のＩＴ重点計画が

できる。

（片山議員） この予算大綱、ガイドラインというのは財務省に対してのもの

ではなくむしろ各省の概算要求の指針になるものだと考える。

（吉川議員） （資料５ ４ページ目について）総合科学技術会議、ＩＴ戦略

本部等の組織が予算編成上もアドバイスをすべき。

（奥田議員） （資料５ ４ページ目について）上からと下からとの両方から

調整を行うということで、トップダウンだけでやるのではなく、各省庁と

も十分調整はしていきたい。

（吉川議員） 予算の重点分野については、関連した規制改革や法整備などと

総合的に編成され、政府の意図する方向性を示す一翼を担うべき。

（森議長） 予算大綱と言うのではなく新しいネーミングにした方がよい。

（本間議員） 総理のリーダーシップの下で時代にふさわしいプライオリティ

ーづけについて議論することが第一の責務。また、非裁量的な経費の部分

の中身を見直しながら、プライオリティーを付けるべき部分に、予算を大

きくシフトさせることも骨太な議論。従来の予算編成を精査し、方向性を

きちんと見定めることが必要。個々の積み上げは不可能だが、少なくとも

裁量的な経費と非裁量的な経費のバランスを考え、また当然視されていた

ものまで見直し、骨太な予算編成とすべき。予算編成を担ってきた財務省

等との協力関係を構築しながら、目に見える形で変化を打ち出していくこ

とが重要。
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もう一つは、事後的な評価、事前的な評価をフィードバックするスタイ

ルを予算編成の中に入れ込むことが必要。

（平沼議員） 予算編成の手続や順序も論点の一つではあるが、国民に分かり

やすく、透明性を高めるためには、予算編成に当たっての物差しを提示す

べき。

（片山議員） 景気対策と財政構造改革の二兎を追う構えが必要。景気対策を

今までどおりしっかりやるのは当然であるが、財政構造改革については、

規制緩和と予算の重点化から手をつけるべき。予算大綱の中で予算の重点

化、選別をはっきり打ち出すべきで、量は減らすことなく質や中身を変え

ることが出れば、大変な前進。国民も安心する。そういうねらいで各省の

概算要求を調整し、予算編成すれば、予算に性格が出てくる。

（福田議員） 公共事業を増やすのか減らすのか、個別の公共事業をやるのか

やらないのかとか、個々の予算編成プロセスをどうするかといった問題は、

個別具体的かつ政治的な問題であり、この場でできるかどうかという問題

もある。アクションプランや構造改革のプラン、予算編成に関する骨太の

プランを提示していただくことが重要ではないか。

（片山議員） 来年度から政策評価が実施されるが、予算編成とつなげること

ができれば両方ともよくなる。

（吉川議員） 従来よりもオープンな場で、専門家の知見や意見が物差しや基

準となり予算編成において生かされれば、国民に対しても説得力を持つ。

（牛尾議員） 海外投資家は、構造改革の方向に踏み出せば、投資先は日本が

一番良いと考えており、構造改革路線に景気対策が踏み出しているという

メッセージが投資家に伝わることが重要。このメッセージを半分はプロジ

ェクトで表現し、半分は考え方で示し、社会へうまく伝えることが重要。

（福田議員） 予算編成は極めて現実的な話であり、メッセージというのが現

実から離れないように、それらをどう噛み合わせていくのかが問題。

（森議長） 経済財政の基本的な課題についての熱心な御議論から、財政を含

む我が国の経済社会全体の構造に向けた諸課題の解決について、真摯に取

り組むことの必要性を再認識した。その際重要なことは、日本経済の潜在

的な発展可能性を十分開花させ、強い日本経済を構築するための方策と、

国民が安心と希望を持てる経済社会の実現を目指した処方箋を示していく

ことである。このとき、アメリカの経験にも見られるように、構造改革を

一層推進し、経済を活性化させることが財政の健全化にも寄与するという、

好循環メカニズムの存在を忘れてはならない。こうした観点から、５、６

月を目途に骨太の方針を取りまとめることが重要であり、このため、重点

検討分野について早急に検討を開始していただきたい。

（麻生議員） 本日の経済、財政の基本的な課題に関する議論をまとめると、

当面の経済運営としては、景気回復に軸足を置いて経済を一日も早く本格

的な回復軌道に乗せることが最重要課題であるとの意見が大勢であった。
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また、日本経済が潜在力を発揮するためには、構造改革が大事であり、

それによって経済が活性化されていくという方向でまとめることも重要。

さらに、財政構造改革は必ず実現しなければならない課題であること。

これに関しては、財政状況の改善に当たっては、構造改革によって成長が

加速され、雇用が拡大することが重要であること。諮問会議としては、政

策主導で予算編成が行われ、かつ予算編成の在り方が外部にも見える、ビ

ジュアルに予算編成の在り方が変わったという感じを国民に示すことが重

要であること。また、更には国民の将来に対する不安感を払拭するため、

不良債権の処理、セーフティ・ネットの構築、中長期的な経済財政のある

べき姿を提示することが重要であること。こうした観点から大きな枠組み

を議論すべきという意見は、的を射たものであり、その中で国民負担率に

ついても、成長率や財政収支などと同様に大変重要な指標である。

以上のような観点から、この諮問会議の取り組みとしては、５月、６月

を目途に予算大綱とは言わないが骨太な方針をまとめるということが重要

である、という意見が大勢であった。

また、今後の議論のためには、マクロ経済と財政及び社会保障制度等が

一体となったマクロ経済モデルの開発が重要であり、これは経済社会総合

研究所並びに事務局に対して、改めてモデルの作成を指示しているところ。

次回は、社会保障制度等について議論を行う予定であるが、その際、審

議事項に特に関連の深い厚生労働大臣を臨時議員として会議に招くことが

適切であり、あらかじめ御了解いただきたい。

（以 上）
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